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当日は柔らかな日差しの中、昨年を上回る

方々にご参加いただき、バザー会場、展示や

ステージ部門共に大盛況となりました。

今回は、おやじの会による射的ゲームや、

子ども会によるじゃんけん大会など、子ども

達の集まる場もあり、大人から子どもまで楽

しめる一日となりました。

ー 国
山 センターまつり

展示コーナーにて

防災グッズなどを

並べ、皆さまに防

災に関心を持って

いただくよう作成

しました。

防災シリーズ③

避難グッズは必要？

ご疇⑮炒郁起邑

ごぎ邸巷し危

ご家庭に「非常用袋」などは準備さ

れていますか？ 大災害の時など、指

定避難場所の備蓄品では賄いきれず、

被災地以外からの支援物資が到着する

まで、数日間を過ごす場合もあります。
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今年の中山福祉センターまつり、私自身にとっ

て2年目になり、比較的落ち着いて裏方の仕事が

できたのではないかと自己満足しております。

演じておられる方にとりましては、 1年間の集

大成を出していただきました。舞台をより楽しむ

ために「お静かに」と書いたプラカードを持ち、

会場に立つことで観客の皆さまにもご配慮いただ

き、出演者と観客が一体となった様に思います。

展示作品におきましても、心のこもった立派な

作品が数多くありました。

これから先も、演じやすく、ご‘来場いただきや

すい工夫を考えていきたいと思っております。

関係者一同感謝いたしております。ありがとう

ございました。 （中山社協柿木 明雄）

乳幼児や高齢者、家族構成に合わ

せて必要なものは各家庭で違います。

家族で「わが家の避難グッズ」を話

し合い、目に付くところや寝室の枕

元などに置き、いつでも持ち出せる

ように準備しておきましょう。

（防災士伊藤登）
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自転車交遍マナー
2月 1日（金）朝の通勤、通学の時間帯に合わ

せ、中山集会所前の県道 15 2号線において、

自転車利用のマナー意識の向上、交通事故防止

の徹底を図るため「東区自転車交通マナー街頭

キャンペーン」が実施されました。

自転車は手軽で便利な

乗り物ですが、車両の仲

間であるという認識が薄

く、スピードの出し過ぎ

などのマナー違反が目立

ちます。特に朝の通勤、

通学時間は、早めに家を出るなどの時間的、気

分的にも余裕ある行動が必要なため、お互いに

マナーを守り「笑顔で元気に帰宅」を心掛けた

いものです。

（地域福祉推進委員松本弘）

＾ 
気持ちの良い 澤^ .ゞe---• ,., 

汗を流した 佑唸次ズ 、
ウォークラ IJ-

2月 17日（日）、第 18回中山町内ウォーク

ラリー大会が開催され 28 O名の参加がありま

した。

ゆったりとした 2時間のコースで、アップダ

ウンの山を越えた後は、工事中の大きな橋げた

を見上げながら歩き、変わりゆく中山の町を想

像して話もはずみました。

1位の景品であるビール 1ケースを目指し、

ゲームやクイズを楽しみました。柔らかな日差

しと、心地よい春の風を感じながら汗をかき、

たくさんの人達と楽しい時間を共有できました。

（中山体協横尾富子）

かやま 第143号

天高~<
祈年早々、晴天に恵

を願う皆様の思いの強

さを表したかのようでした。

祭事に集まることにより、平素は疎遠な人付

き合いも、お互いに会話が弾み、大きなふれあ

いの場となりました。

（おやじの会渡逃幸雄）

たのしい！おいしい！

おうちパン作り臼
2月 10日（七）子ども会会員を

対象としたパン作り教室が開催さ

れ、今年度は参加者多数のため、 と

午前と午後の 2回となりました。

教室では、オーブン不要で手軽に焼けるパン

作りのレシピを教えて頂き、チョコレートを入

れたパンが焼き上がると、室内に甘い香りが広

がりました。仕上げにウリボーのデコレーショ

ンをした可愛らしいパンがお皿に並びました。

「家族に見せようと思ったけど、美味しくて全

l 

部食べちゃった」と笑顔で答えた

子も、お士産として持ち帰ったパ

ン生地を自宅で焼いて、家族に振

る舞った事でしょう。

（子ども会古谷結美）

ャ幽奪号ン号/4'Yバンク⑰鉗鎗吟
平素は地域ボランティア活動に対しまして、ご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

現在「中山ボランティアバンク」の登録について、発足から早や 10年余りが過ぎ、ご登録の

方々の家庭事情や健康状態などにより、ボランティア活動に参加できない方もおられます。

今後、現状に合った対応ができるボランティア活動の活性化を図るため、体制の見直しを検討

しております。 皆さまには更なるご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

？品；u式会社

1'732・・0024 広島市東I{中山南lH:HHJ 
Td: C恥2-289-2089(ft' 
恥X:()8:!-280切ぷ

（地域幅祉推進委員 松本弘）

中山東 1-5-37-5 血 508-6675

歩くデイサービス 中山東 1-5-37-5 恥 508-6675

二級整偏士，自転申組立士の店

自転車・バイク販売修理

晶£!~
中山窯 tTO 3-10祖280ベ-0927
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平成元年 中山地区自主防災連合会発足

4年 中山上第一公園 完成

6年 第12回アジア競技大会開催

・広島市で行われた世界大会

・人的支援ボランティアを募り、

中山地区からも各種団体を通

じて、大会運営に携わった。

8年 ペルル中山町内会

エメラルド中山町内会

グレイス中山町内会 発足

10年 中山福祉センターオープン

11年 成城台町内会発足

12年 共同作業所スマイル中山開所

ハウスバーンフリート町内会 発足

~-~~ 

特殊詐欺に
S寧 賜、されない I

2月27日（水）にまちつくり実行委員会・防

犯防災グループ主催の防犯講座「特殊詐欺から

身を守る」が開催され、 40名の参加があり、

特殊詐欺に対する関心の高さを感じました。

広島県内の刑法認知件

数について、平成 15年

は5万 3千件の発生件数

が平成 30年には 1万 4

千件に激減し、県警のめ

ざそう！安全• 安心・日

本一」という目標に近づ

いているという内容の話をされました。

今からだまされない為にも、詐欺の手ロ・方

法・仕組み等の情報をしつかり知ることが最強

の防御策ではないでしょうか。

（まちづくり 西野忍）

X
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15年 いづみ保育園設立

（現いづみこども園）

16年 台風の異常発生により、豪雨被害

20年 広報紙「社協なかやま」 10 0号 発行

21年 中山福祉センターまつりをnHf僅
・設立 10年を記念して

開催され、地域の恒例 “ 行事として継続
象

23年 広島市美化モデル地区に指定

・公衛協を中心とした、花壇整備

など美化活動が評価された。

サンヒルズ町内会 発足

24年 養護老人ホームサンヒルズ広島設立

27年 ・サンヒルズ保育園設立

30年 西日本 7月豪雨被害

＊参考資料 社協なかやまバックナンバーより

吐益~~ ,:--e_: 双 コ

広島東咎察管轄内での詐欺事例

①ワンクリック詐欺

・ 「当選おめでとうございます」のメー

ルなどがあり、クリックすると手数料

などを請求される。

②架空請求詐欺

・ 「お金が必要な方へ」などと融資を促

す連絡があり手数料を請求される。

・ 「利用料金未払い」などの連絡があり、

電子マネーを利用して支払うように指

示される

一特殊詐欺防止策

①即断より相談！

②ナンバーディスプレイを活用

③留守番電話を利用する

i II④電話相談広島東警察署 082-506-0110

咲~
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ののやま眼科 一〇闘仏光社 一一... < 七ア＊ー,L 休診 H木・土午後日曜・祝祭日

三原皮（ふ科アレル壬ー科診療 9:00~13:0014:30~17:30 
'r732~0024 

火曜日 9:00~12:00午後手術
中山束2丁目2番 1-2号広島市東区中山南一丁目17-12

中山西2丁目4-6TEL 082・280・2000 
匹 082-289-5050FAX 082-289-3000 電話：082-562-2668 ＼ 
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主な行事予定 いきいき活動ポイント付与の

行事につきましては、事務局

までお問い合せください。

4月5日（金）連合町内会会議

9日（火）・ 10日（水）・ 11日（木）

10日（水）中山小学校入学式

11日（木）女性会・総会

12日（金）中山子育てのつどい

13日（土）中山地区地域安全 ・総会

14日（日）中山集会所運営委員会

21日（日）青少協・ 委員会（総会）

21日(S)体協・総会

25日（木）中山社協常任理事会

5月5日（日）中山社協総会・理事会

8日（水）喜楽会・ 高齢者学級

10日（金） PTA・ 総会

12日（日）喜楽会 ・総会

あいさつ運動 •ti 

18日（土）社協なかやま広報委員会

22日（水）喜楽会・親睦日帰り旅行

28日（火）女性会・研修旅行

6月 1日（土）中山小・運動会

5日（水）連合町内会会巖

7日（金）中山子育てのつどい

12日（水）喜楽会・高齢者学級

17日（月）女性会・女性学級①

24日（月）中山社協常任理事会

毎週火曜日 中山集会所「中山サロン」 開設

第二火曜日 さくらんぼの会

第二火曜日 中山集会所「健康体操」開催

第一土曜日 おやじの会・夜間パトロール

第ニ・第四金曜日 訪問配食

第一金曜日 中山子育ての集い

第二日曜日 喜楽会・町内一斉清掃

第二木耀日 まちづくり実行委員会

～寄 付お礼～

多額〇寄付を頂き有難うござし＼患しだ。

山崎昭三（故山崎巖）様寄田町内 会

高橋 陽一（故 裔 橋 明 ） 様 大 内 越町内会

堀田 義昭（故 堀 田 康 子 ） 様 中 組町内会

” 
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平成 31年度

中山地区連合町内会会長名簿

吉田 雅博 上組町内会

吉川 豊二 中組町内会

久保田隆則 下組町内会

西尾 良子 落久保町内会

油 利雄治郎 ハウスバーンフリート町内会

麻田 義賢 北平原町内会

森本 孝行 西平原町内会

古田 和秀 ライブヒルズ未来町内会

貞苅 豊 成城台町内会

小谷 竜ー ペルル中山南三番館町内会

酒井 正輝 エメラルド中山町内会

奈波 和明 旭ヶ丘町内会

名本 俊昭 大内越町内会

吉田 正 寄田町内会

塩尻 道元 中山東町内会

橋本 暢人 大東A町内会

古谷 信司 大東B町内会

有原 義成 東二丁目町内会

藤本 尚史 グレイス中山町内会

林 巌 鏡が丘町内会

迫 重博 サンヒルズ中山町内会

平成 31年度

中山地区社会福祉協議会名簿

松浦 薫 中山地区連合町内会会長

池本 県=—- 中山地区連合町内会副会長兼会計

中西 敏雄 中山地区連合町内会副会長兼会計

西野 刃ヽじか 中山地区連合町内会事務局長

柿木 明雄 中山地区連合町内会事務局次長

岩崎 由美子中山地区連合町内会事務局次長

古谷 結美 中山地区連合町内会書記

ー「社協なかやま」では中山住民の皆さんの原

稿を募集しています。野菜作りの自慢、ペット

自慢、慈善事業を見かけたよ！など、どんなこ

とでも結構です。

みなさまのご応募お待ちしております。

受付 中山地区社会福祉協議会事務局

（中山福祉センター内）

e• 内科
訪問診療 13:00~15: 00 

l小畠クリニック l

〇 株式会社スギコー広島
荷役搬送機器販売・修理

バッテリーリフト、牽引車、ハンドリフト、

テーブルリフター、電動運搬台車、バッテリー

東区中山中町13-2

TEL(082)289-1768 
フォレオ広鼻軍“

l"'ZBョトヨ&4 FAX (082) 289-4933 

0特別翌護老人ホーム 0デイサーピス
〇りービス付き嵩齢者向け住宅 〇居宅介護支援事業所
0ジョートステイ 0ヘルパーステージョン

〒732・0045 広島市東区曙1丁目 1・28




